2017 キッズキャンプ（English Adventure）

★ＬＯＯＢの活動理念と活動内容
LOOB（ロオブ：正式名称 Love Our Own Brethren Inc.）は 2001 年 6
月、フィリピン政府に法人登録した非政府組織（NGO）です。パナイ島
イロイロ市の提携コミュニティで日本とフィリピンのボランティアが交
流活動を基礎においた草の根協⼒を実施しています。また日本では特定非
営利活動法⼈ LOOB JAPAN として東京と大阪を中心に現地 NGO LOOB
を支援する活動を実施しています。

LOOB の活動は、「楽しくなくっちゃ、ボランティアじゃない！」がモットー☆です。
一方的な支援でなく共に学ぶことを目指して、◇日本人◇フィリピン人◇現地コミュニティ
◇LOOB スタッフが、互いに交流しながら成⻑することを目指しています。

2017 年 4 月 30 日（日）〜5 月 6 日（土）－6 泊 7 日
【参加費】
イロイロ市現地集合 49,000 円

【開催地】
“ 世界一甘いマンゴーの島” ギマラス島

お問い合わせ：
LOOB フィリピン事務局
Lot23 Blk15 NHA2
MANDURRIAO ILOILO CITY
5000 PHILIPPINES
Tel/Fax：63-33-321-2040
info@loobinc.com (⼩林)

【メインの活動】
・漁村ホームステイ
・チームビルディング
（市内観光、ごみ山訪問）
・キッズキャンプ

（開催地の最終決定は 4 月初旬）
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2017GW 漁村ホームステイ＆キッズキャンプとは？
このキッズキャンプは、フィリピン NGO LOOB がフィリピン・イロイロ市の子ども達を対象に
実施している野外活動です。都市部のごみ山の近くに住んでいる子ども達にフィリピンが誇る海
の大自然を体験してほしいという想いから 2008 年にスタートし、今回で 13 回目を迎えます。
日本人ボランティアリーダーは、現地のユースボランティアやドイツからのボランティアと共に
現地コミュニティでホームステイを 2 泊体験したあと、チームビルディングを通してキッズキ
ャンプを⼀から創り上げていきます！⻘い珊瑚礁の海でフィリピンキッズと共に⾃然の豊かさ
を体験してみませんか？
あなたの参加により、フィリピンキッズは無料でこのキャンプに参加できます！

【開催地】

開催地ギマラス島はフィリピン有数のマンゴー名産地で、
国から海洋保護地区に指定されている珊瑚礁エリアです。
2006 年、ギマラス島南⻄沖で重油タンカーが沈没し、多
くのマングローブに影響がでるなどフィリピン史上最悪の
海洋汚染が発生しました。

LOOB はこの事故の後、マングローブ植林やエコツーリズム啓発、そしてこのキッズキャンプの
開催を通して、地域振興を応援しています。

【キャンプリーダー募集！】
＊ 20 歳以上の学生または社会人
＊ 心身ともに健康で英語でのコミュニケーション能⼒がある方
＊ 現地の⽂化や⽣活習慣を尊重して、団体⾏動ができる⽅
＊ 子ども活動、野外活動の経験者を優先します
【応募締切り】

2017 年 4 月 1 日（応募多数の場合はインタビューにより選考させていただきます。）

【参加費】49,000 円

参加費に含まれるもの↓

･イロイロ空港の出迎え
･現地滞在費（6 泊、食費、移動費等）
･賛助会員費（3,000 円）
･申込⾦（10,000 円）
･キャンプ開催費
･LOOB の T シャツ 1 枚

参加費に含まれないもの↓

･⽇本〜マニラの国際航空券
･マニラ〜イロイロの国内航空券実費（約 1 万円）
･フィリピン出国税（帰国時 500 円）
･海外旅⾏保険（3,000 円前後。各自加入必須）
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【パスポート・ビザ】
パスポートの有効期限は入国時 6 ヶ月＋滞在日数以上が必要。フィリピンの滞在が 29 日以内
ならビザは必要なしです。

【航空券の手配について】

必ず往復チケットをご予約ください。LOOB では、フィリピン航空（Philippines Air）で日本
（成⽥、名古屋、関⻄、九州）から〜イロイロまでのチケット購⼊をお勧めしています。
推奨便：往路：フィリピン航空 PR2145 マニラ発 1700
もしくは PR2147 マニラ発 1845

イロイロ着 1800

イロイロ着 1955

復路：フィリピン航空 PR2142 イロイロ発 1005 発 マニラ着 1110

【マニラの宿】⾶⾏機の関係でマニラに前泊する⽅は、ご相談下さい。

【キャンセルについて】お申込後のキャンセルは申込⾦ 13,000 円を除く全額を返⾦し
ます。現地に来てからのキャンセルは返⾦できませんのでご了承下さい。

★申込方法★
１．オンラインフォームから申込みください。
http://www.loobinc.com/form_camp.html
２．航空券チケットを手配し、確定したら事務局に便名などをお知らせ下さい。
３．参加費 49,000 円のうち、申込⾦ 13,000 円を渡航前にお振り込み下さい。
振込先は事務局からの返信メールにございます。残額 36,000 円は日本円で現地でお支払
い下さい。

3

★プログラム日程

渡航日、帰国日は柔軟に対応します。観光＆ショッピングなど前後に
滞在していただくことも可能。LOOB シェアハウス(1 泊 2,000 円、⾷事付）をご利⽤頂けます。

（国際線は事務局と調整してね！）
Day1
1800 イロイロ空港到着 スタッフお迎え
4/30（日）
Day2
0900 フィリピン⼈リーダーと合流
5/1（月）
オリエンテーション
1200 昼食
1400 チームビルディング（市内観光ゲーム）
1800 夕食
Day3
0700 朝食
5/2（火） 0900 チームビルディング（ごみ山訪問）
1200 昼食
1500 ギマラス島へ
1800 ホームステイ（1 泊目）*
Day4
0700 ホームステイ先にて朝食
5/3（水） 0900 チームビルディング（キャンプ準備）
1200 昼食
1400 キャンプ準備*
1800 ホームステイ（2 泊目）*
Day5
0700 ホームステイ先にて朝食
5/4（木） 0800 Kids キャンパー到着
0900 Kids Camp at Beach* 開会式、島へ移動
1000 テント設営など
1200 昼食
1400 グループワーク（ボランティアリーダー企画）
1700 野外炊飯、夕食
1900 キャンプファイヤー（ボランティアリーダー企画）
2000 就寝
Day6
0600 起床、野外炊飯、朝食
5/5（⾦） 0800 グループワーク（ボランティアリーダー企画）
1000 オープンタイム
1200 昼食
1300 Beach Kids Camp* 閉会式、撤収
1600 イロイロ市へ戻り、打ち上げパーティ
Day7
1005 イロイロ空港出発
5/6（土）
午後便で帰国
（国際線は事務局と調整してね！）

LOOB シェアハウス
宿泊
LOOB シェアハウス
宿泊

ホームステイ 1 泊目
in ギマラス島

ホームステイ 2 泊目
in ギマラス島

キッズキャンプ in
ギマラス島

LOOB シェアハウス
宿泊
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漁村ホームステイ

まずは、フィリピンの生活を体験しよう！キ
ッズキャンプを実施する近くの漁村でフィリ
ピン人ボランティアと 2 人または 3 人でシン
プルライフのホームステイを体験します。地
域共同体のあり方や、本当の豊かさとは何か
を考えるきっかけになるでしょう。
エコツーリズムを目指す村の様子やキッズの
生活環境についても学ぶ場となります。

チームビルディング＆キャンプ準備

キッズキャンプを実施する前に、現地ユースボ
ランティア様々なチームビルディングを通し
て信頼関係を築きます。キャンプリーダーとし
て必要な心構えを習得したり、キッズキャンプ
のスケジュールやゲーム等も一から企画して
いきます！（マングローブ植林やマンゴー狩り
も予定）
この２⽇でとっても仲良くなりますよ！

本番！Kids Camp

いよいよキッズキャンプです！LOOB の支援
先である 3 つの貧困地域の子ども達約 40 人を
無料で招きます。目的は、フィリピンの海洋自
然の素晴らしさや環境保護について学んでも
らうこと。

キャンプリーダーとなるあなたは、グループの
子どもたちと一緒に寝食を共にしたり、野外活
動を⾏います。初めて海を⾒る⼦どもの目の輝
きは最高！
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★参加者心得★
渡航前： 強いモチベーションを持つ
・⼦ども達と交流したい！フィリピンを知りたい！⽇本で経験できないことがしたい！

まずこのような気持ちでフィリピンに来てください。プログラムはすべて LOOB スタッフと

参加者が共同で作っていきます。自らの意思で参加し、何をすべきかを考え、すべて自分の責
任が伴います。参加者の率先した⾏動と強いモチベーションによって成功します。
現地で： 学びたい気持ちを実⾏に移す
・開かれた心で積極的に交流しよう。
・様々な年齢、様々な職業の人々からいろいろなことを学ぼう。
・文化の違いを楽しもう。

特にホームステイでは食べ物や交流の仕⽅など、多くの部分で実際に葛藤が起きるかもしれま
せん。フィリピンでの生活は日本ではありえない新鮮なことばかりです。違いを新しいことを
学ぶ機会であると考え、周囲の環境から積極的に学ぶ努⼒をしましょう。

帰国後： 伝えようとする積極性を持つ
・家族や友達に自分が体験したことを伝えていこう。

異国での体験や感動を、⼈に話していくのは簡単な作業ではありません。⾃分の経験をさらに
深めていく手段として、フィリピンでの体験を家族やお友達に話していきましょう。

渡航前に⾒てきてね！LOOB 関連サイト
LOOB ホームページ http://www.loobinc.com/index.html
（日本とフィリピンの活動の全てを掲載しています）
LOOB Facebook オフィシャルページ

検索：NGO-LOOB-Official

現地スタッフブログ「ハロハロ de イロイロ」

http://loobinc.exblog.jp/
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JOIN US!
LOOB is FUN!
Planning on the
best activities
for kids.

Camp starts!
Our team is
gonna win!

I’ m cooking
for my children!

Experiencing
magical hour...

I got 1st prize!

We only part to
meet again!
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